
［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］ 別紙１

(部局名)

１　開催日開催日

２　委員の氏名及び役職等 委　員 藤谷　正 　上席空港検疫管理官(欠席)

委　員 須藤　博光 　検疫係長

委　員 中川　栄代子　衛生係長

委　員 諏訪　映代　　調査係長

委　員

３  審査対象期間

４　審査契約件数

（１）公共工事

①　競争入札によるもの

　　・審査対象件数 0 件

　　・審議件数 0 件

          0 件

②　随意契約によるもの 　

　　・審査対象件数 0 件

　　・審議件数 0 件

（２）物品・役務等

①　競争入札によるもの

　　・審査対象件数 8 件

　　・審議件数 8 件

　　うち、契約金額が500万円以上の案件 2 件

　　うち、参加者が一者しかいないもの 4 件

　　うち、委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるもの

0 件

②　随意契約によるもの

　　・審査対象件数 58 件

　　・審議件数 58 件

0 件

52 件

0 件

　　うち、委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるもの

0 件

５　審査案件の抽出方法

６　審査結果

不適切等と判断した件数 0 件

結果内容及び措置状況（具体的な内容を記載するとともに、審査を行った際の書類も併せて提出すること。）

　　うち、低入札価格調査の対象となったもの

　　うち、直近の随意契約見直し計画で一般競争入札等に移行することとされていたが移行していないもの

　　うち、新規案件で競争性のない随意契約で調達しているもの

　　うち、企画競争又は公募をしたが、参加者（応募者）が一者しかいないもの

審査案件すべてを抽出

所見なし

公共調達審査会活動状況報告書

成田空港検疫所

令和２年７月30日（木）

令和2年4月1日　～　令和2年6月30日契約締結分

長島　渡　　　検査第一係長(欠席)



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］ 別紙様式１

〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 成田空港検疫所

公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号
一般競争入札・指名競
争等の別（総合評価の

実施）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%) 備　考

公共調達審査会
審議結果状況（所見）

該当なし

※　備考欄には、以下の①から⑤に該当する場合には、当該符号を付すこと。

　①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」。　

　②　随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行するとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」。

　③　競争入札、企画競争又は公募をした場合の応札（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。

　④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。

　⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（公共工事）

令和2年4月1日　～　令和2年6月30日契約締結分



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］ 別紙様式２

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間

公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号

随意契約によることとし
た会計法令の根拠条
文及び理由（企画競争

又は公募）

予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%)
再就職の
役員の数

（人）
備　考

公共調達審査会
審議結果状況（所見）

該当なし

※　備考欄には、以下の①から⑤に該当する場合には、当該符号を付すこと。

　①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」。　

　②　随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行するとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」。

　③　競争入札、企画競争又は公募をした場合の応札（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。

　④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。

　⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（公共工事）

成田空港検疫所令和2年4月1日　～　令和2年6月30日契約締結分



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］ 別紙様式３

〔競争入札によるもの〕 審査対象期間

物品・役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の　名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号
一般競争入札・指名競
争等の別（総合評価の
実施）

予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%) 備　考
公共調達審査会

審議結果状況（所見）

2020年度デジタル複合機（１４台）保守業
務一式

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月1日
リコージャパン（株）
千葉県千葉市中央区
新町24-9

1010001110829 一般競争入札 3,173,472 2,989,567 94.2% 応札者数：１者 所見なし

2020年度寝具賃貸借等契約

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月1日
(株)オタフク
千葉県千葉市若葉区
原町820

6040001001260 一般競争入札 1,614,650 1,480,321 91.7% 応札者数：１者 所見なし

令和２年度成田国際空港旅客ターミナル
ビル成田空港検疫所専有部分諸設備保
守業務一式

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月1日

(株)成田エアポートテク
ノ
千葉県成田市古込字
古込1-1

3040001043108 一般競争入札 11,709,000 11,700,000 99.9% 応札者数：１者 所見なし

2020年度Ａ４コピー用紙調達（単価契約）

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月1日
(株)秋葉商店
千葉県茂原市小林
1978-29

3040001059574 一般競争入札 1,040,000 685,360 65.9% 応札者数：４者 所見なし

2020年度レーザープリンタのトナーカート
リッジ等の供給（単価契約）

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月1日

（株）ルネックスプロテクト

東京都千代田区神田
神保町２丁目２番３１号
１Ｆ

7290001017660 一般競争入札 2,392,950 1,900,600 79.4% 応札者数：2者 所見なし

2020年度貨物運送業務一式

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月1日
ヤマト運輸（株）
千葉県成田市天神峰１
５５－２　２階

1010001092605 一般競争入札 2,577,972 2,569,480 99.7% 応札者数：１者 所見なし

2020年度成田空港検疫所及び東京出入
国在留管理局成田空港支局における事
務用消耗品の調達（単価契約）

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月1日
(株)ミツワ堂
千葉県佐倉市城１８８
－２８

7040001014798 一般競争入札 3,829,628 3,472,080 90.7% 応札者数：4者 所見なし

2020年度検査課業務用消耗品の調達

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年6月10日
(株)薬研社
千葉県千葉市中央区
末広3-12-6外４者

8040001007537 一般競争入札 21,297,794 20,780,424 97.6%

269項目（24，
490円外268項
目）
応札者数：５者

所見なし

成田国際空港地区清掃業務一式

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月1日
(株)成田空港美整社
千葉県成田市取香５２
－６３

3040001043090 一般競争入札
同種の他契約の予定価格
を類推される恐れがある
ため、公表しない

202014786
（うち検疫所負担額

8,758,959）
- 応札者数：１者 所見なし

※　備考欄には、以下の①から⑤に該当する場合には、当該符号を付すこと。

　①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」。　

　②　随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行するとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」。

　③　競争入札、企画競争又は公募をした場合の応札（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。

　④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。

　⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

成田空港検疫所令和2年4月1日　～　令和2年6月30日契約締結分



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］ 別紙様式４

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間

物品・役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号

随意契約によることと
した会計法令の根拠

条文及び理由（企画競
争又は公募）

予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%)
再就職の
役員の数

（人）
備　考

公共調達審査会
審議結果状況（所見）

2020年度成田国際空港旅客ターミナル
ビル空気調和等需給契約

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月1日
成田国際空港(株)
千葉県成田市古込字
古込1-1

9040001044645

会計法第29条の3第4項
業務上必要となる特定の建物
であり、当該ビルを所有する成
田国際空港(株)以外契約相手
がいないため。

48,323,400 48,323,400 100.0% 0 所見なし

2020年度成田国際空港第２旅客ターミナ
ルビル建物賃貸借契約

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月1日
成田国際空港(株)
千葉県成田市古込字
古込1-1

9040001044645

会計法第29条の3第4項
業務上必要となる特定の建物
であり、当該ビルを所有する成
田国際空港(株)以外契約相手
がいないため。

1,462,956 1,462,956 100.0% 0 所見なし

2020年度成田国際空港貨物管理ビル建
物賃貸借

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月1日
成田国際空港(株)
千葉県成田市古込字
古込1-1

9040001044645

会計法第29条の3第4項
業務上必要となる特定の建物
であり、当該ビルを所有する成
田国際空港(株)以外契約相手
がいないため。

10,634,340 10,634,340 100.0% 0 　 所見なし

2020年度成田国際空港フライト情報提供
業務

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月1日
空港情報通信(株)
千葉県成田市古込字
古込1-1

8040001045891

会計法第29条の3第4項
当該業務を行えるのは契約相
手以外なく業務の性質上競争
が存在しない。

5,184,000 5,184,000 100.0% 0 所見なし

2020年度デング熱・マラリア等検査委託
業務

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月1日

学校法人日本医科大
学
東京都文京区千駄木
1-1-5

4010005002383

会計法第29条の3第4項
当該業務を行えるのは契約相
手以外なく業務の性質上競争
が存在しない。

1,655,148 1,655,148 100.0% 0 所見なし

※　備考欄には、以下の①から⑤に該当する場合には、当該符号を付すこと。

　①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」。　

　②　随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行するとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」。

　③　競争入札、企画競争又は公募をした場合の応札（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。

　④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。

　⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

成田空港検疫所令和2年4月1日　～　令和2年6月30日契約締結分



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］ 別紙様式４

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間

物品・役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号

随意契約によることと
した会計法令の根拠

条文及び理由（企画競
争又は公募）

予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%)
再就職の
役員の数

（人）
備　考

公共調達審査会
審議結果状況（所見）

新型コロナウイルスに関する検査試薬
（LightMix Modula SARS and Wuhan Cov
E-gene他4件）

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月1日
(株)薬研社
千葉県千葉市中央区
末広3-12-6

8040001007537

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

13,671,000 13,671,000 100.0% 0 所見なし

新型コロナウイルスに関する検査機器
(バイオハザード対策用キャビネット等）

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月1日 (株)江田商会 2020001012577

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

4,458,000 4,458,000 100.0% 0 所見なし

新型コロナウイルスに関する検査試薬
（EZ1 Virus Mini Kit v2.0他2件)

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月1日 (株)アベ科学 1040001009779

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

1,529,500 1,529,500 100.0% 0 　 所見なし

新型コロナウイルスに関する検査試薬、
装置等(LMP402検出試薬キット他2件）

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月3日 (株)日栄東海 6011201003719

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

26,240,000 26,240,000 100.0% 0 所見なし

新型コロナウイルスに関する検査試薬、
装置等（LMP403検出試薬キット）

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月16日 (株)日栄東海 6011201003719

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

29,930,000 29,930,000 100.0% 0 所見なし

新型コロナウイルスに関する検査試薬、
装置等（EZ1 Advanced XL,PrioPLUS他3
件）

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月1日
(株)薬研社
千葉県千葉市中央区
末広3-12-6

8040001007537

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

8,507,000 8,507,000 100.0% 0 所見なし

※　備考欄には、以下の①から⑤に該当する場合には、当該符号を付すこと。

　①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」。　

　②　随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行するとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」。

　③　競争入札、企画競争又は公募をした場合の応札（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。

　④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。

　⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

令和2年4月1日　～　令和2年6月30日契約締結分 成田空港検疫所



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］ 別紙様式４

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間

物品・役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号

随意契約によることと
した会計法令の根拠

条文及び理由（企画競
争又は公募）

予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%)
再就職の
役員の数

（人）
備　考

公共調達審査会
審議結果状況（所見）

新型コロナウイルスに関する検査機器等
（トミー精工　微量高速冷却遠心機他6
件）

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月1日
(株)薬研社
千葉県千葉市中央区
末広3-12-6

8040001007537

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

5,525,000 5,525,000 100.0% 0 所見なし

新型コロナウイルスに関する検査試薬
(エッペンドルフ　リファレンス2/V0.5-10
μL1本他7件）

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月20日
(株)薬研社
千葉県千葉市中央区
末広3-12-6

8040001007537

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

1,853,400 1,853,400 100.0% 0 所見なし

新型コロナウイルスに関する検査試薬等
（UVT検体輸送培地220220他5件)

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月1日 東邦薬品株式会社 2011401004537

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

6,723,050 6,723,050 100.0% 0 　 所見なし

新型コロナウイルスに関する検査試薬等
(TAKARA　SARS-CoV-2 Direct
Detection RT-qPCR Kit(100回)他3件）

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年5月28日 (株)アベ科学 1040001009779

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

9,905,600 9,905,600 100.0% 0 所見なし

成田空港帰国者支援（合繊4点セットふと
ん他4件）

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月2日 西川株式会社 1010001053631

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

24,502,065 24,502,065 100.0% 0 所見なし

成田空港帰国者支援（段ボールベッド
セット）

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月5日
東京コンテナ工業株式
会社

6010001034148

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

14,767,500 14,767,500 100.0% 0 所見なし

※　備考欄には、以下の①から⑤に該当する場合には、当該符号を付すこと。

　①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」。　

　②　随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行するとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」。

　③　競争入札、企画競争又は公募をした場合の応札（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。

　④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。

　⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

令和2年4月1日　～　令和2年6月30日契約締結分 成田空港検疫所



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］ 別紙様式４

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間

物品・役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号

随意契約によることと
した会計法令の根拠

条文及び理由（企画競
争又は公募）

予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%)
再就職の
役員の数

（人）
備　考

公共調達審査会
審議結果状況（所見）

新型コロナウイルスに関する検査試薬等
（ｽｷﾞﾔﾏｹﾞﾝ　検体輸送培地3ml他2件）

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年5月28日 東邦薬品株式会社 2011401004537

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

4,994,946 4,994,946 100.0% 0 所見なし

新型コロナウイルスに関する検査試薬
(検体輸送培地3ml　ｺﾊﾟﾝUTM330C）

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年5月28日 (株)アベ科学 1040001009779

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

2,700,000 2,700,000 100.0% 0 所見なし

新型コロナウイルスに関する検査機器等
（LightCycler480 System Ⅱ96well他5件)

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月1日
(株)薬研社
千葉県千葉市中央区
末広3-12-6

8040001007537

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

6,311,500 6,311,500 100.0% 0 　 所見なし

検疫検査対象者待機場所における出入
管理業務一式(ﾎﾃﾙ日航成田)

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月5日 綜合警備保障(株) 3010401016070

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

319,050,590 319,050,590 100.0% 0 所見なし

検疫検査対象者待機場所における出入
管理業務一式(ﾎﾃﾙ東横イン成田空港、
東横イン西船橋原木インター)

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月10日 綜合警備保障(株) 3010401016070

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

316,907,590 316,907,590 100.0% 0 所見なし

新型コロナウイルス感染症対策にかかる
検疫強化のためのPCR検査結果待機施
設運営業務支援に関する派遣業務

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年5月27日
株式会社パソナ
メディカル健康経営本
部

9010001131900

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

38,293,024 38,293,024 100.0% 0 所見なし

※　備考欄には、以下の①から⑤に該当する場合には、当該符号を付すこと。

　①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」。　

　②　随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行するとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」。

　③　競争入札、企画競争又は公募をした場合の応札（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。

　④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。

　⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

令和2年4月1日　～　令和2年6月30日契約締結分 成田空港検疫所



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］ 別紙様式４

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間

物品・役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号

随意契約によることと
した会計法令の根拠

条文及び理由（企画競
争又は公募）

予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%)
再就職の
役員の数

（人）
備　考

公共調達審査会
審議結果状況（所見）

労働者派遣契約

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年6月15日
株式会社メディカル
ワールド　千葉支店

6010401052641

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

436,492 436,492 100.0% 0 所見なし

労働者派遣契約

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年5月29日
オネスティオフィスサ
ポート(株)

1040001011735

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

1,864,800 1,864,800 100.0% 0 所見なし

PCR待機者用施設の運営に関わる支援
業務

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年5月31日 日本航空株式会社 7010701007666

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

132,553,217 132,553,217 100.0% 0 　 所見なし

新型コロナウイルスに係る宿泊施設借り
上げ

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月1日
成田エアポートレスト
ハウス

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

1,500,000 1,500,000 100.0% 0 所見なし

新型コロナウイルスに係る宿泊施設借り
上げ

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月1日 東横イン成田本館 8010801008365

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

380,873,821 380,873,821 100.0% 0 所見なし

新型コロナウイルスに係る宿泊施設借り
上げ(自衛隊職員の宿泊）

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月1日 東横イン成田新館 8010801008365

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

35,086,911 35,086,911 100.0% 0 所見なし

※　備考欄には、以下の①から⑤に該当する場合には、当該符号を付すこと。

　①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」。　

　②　随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行するとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」。

　③　競争入札、企画競争又は公募をした場合の応札（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。

　④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。

　⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

令和2年4月1日　～　令和2年6月30日契約締結分 成田空港検疫所



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］ 別紙様式４

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間

物品・役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号

随意契約によることと
した会計法令の根拠

条文及び理由（企画競
争又は公募）

予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%)
再就職の
役員の数

（人）
備　考

公共調達審査会
審議結果状況（所見）

新型コロナウイルスに係る宿泊施設借り
上げ(厚生労働省職員の宿泊)

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月1日 東横イン成田新館 8010801008365

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

9,946,001 9,946,001 100.0% 0 所見なし

新型コロナウイルスに係る宿泊施設借り
上げ(無症状陽性者収容施設)

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月3日
東横イン西船橋原木イ
ンター

8010801008365

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

233,288,483 233,288,483 100.0% 0 所見なし

新型コロナウイルスに係る宿泊施設借り
上げ(待機用施設）

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月1日 ホテル日航成田

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

626,787,871 626,787,871 100.0% 0 　 所見なし

新型コロナウイルスに係る宿泊施設借り
上げ(警備職員宿泊用)

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月8日 ホテル日航成田

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

19,200,001 19,200,001 100.0% 0 所見なし

新型コロナウイルスに係る宿泊施設借り
上げ(厚生労働省職員宿泊用)

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月4日 ホテル日航成田

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

909,091 909,091 100.0% 0 所見なし

検疫検査場における来航者の案内業務
契約

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月1日 株式会社アイム 1040001042689

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

48,078,000 48,078,000 100.0% 0 所見なし

※　備考欄には、以下の①から⑤に該当する場合には、当該符号を付すこと。

　①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」。　

　②　随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行するとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」。

　③　競争入札、企画競争又は公募をした場合の応札（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。

　④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。

　⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

令和2年4月1日　～　令和2年6月30日契約締結分 成田空港検疫所



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］ 別紙様式４

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間

物品・役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号

随意契約によることと
した会計法令の根拠

条文及び理由（企画競
争又は公募）

予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%)
再就職の
役員の数

（人）
備　考

公共調達審査会
審議結果状況（所見）

検査対象者待機室における警備業務

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月1日 株式会社アイム 1040001042689

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

104,072,625 104,072,625 100.0% 0 所見なし

新型コロナウイルスの応援者に係る宿泊

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月1日
成田エアポートレスト
ハウス

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

68,718,001 68,718,001 100.0% 0 所見なし

新型コロナウイルスの応援者に係る宿泊

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月1日 ホテル日航成田

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

854,546 854,546 100.0% 0 所見なし

新型コロナウイルスの応援者に係る宿泊

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月1日
成田東武ホテルエア
ポート

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

26,620,000 26,620,000 100.0% 0 所見なし

新型コロナウイルス感染症にかかる携帯
電話の賃貸借契約

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月11日 株式会社SKY

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

1,242,610 1,242,610 100.0% 0 　 所見なし

産業廃棄物処理委託(東横イン成田空港
本館、ホテル日航成田、東横イン西船橋
原木インター)

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月10日 株式会社ナリコー 8040001043086

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

1,175,900 1,175,900 100.0% 0 所見なし

※　備考欄には、以下の①から⑤に該当する場合には、当該符号を付すこと。

　①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」。　

　②　随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行するとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」。

　③　競争入札、企画競争又は公募をした場合の応札（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。

　④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。

　⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

令和2年4月1日　～　令和2年6月30日契約締結分 成田空港検疫所



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］ 別紙様式４

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間

物品・役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号

随意契約によることと
した会計法令の根拠

条文及び理由（企画競
争又は公募）

予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%)
再就職の
役員の数

（人）
備　考

公共調達審査会
審議結果状況（所見）

新型コロナウイルスPCR検査事務委託
契約

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月1日
株式会社江東微生物
研究所

1011701002852

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

24,468,400 24,468,400 100.0% 0 所見なし

航空機チャーター便提供業務一式

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月7日 日本航空株式会社 7010701007666

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

132,553,217 132,553,217 100.0% 0 　 所見なし

新型コロナウイルスPCR検査事務委託
契約

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月3日
株式会社ビー・エム・エ
ル

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

15,643,000 15,643,000 100.0% 0 所見なし

パーテイション賃貸借一式

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月7日 有限会社タケマエ 3010002049767

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

5,714,000 5,714,000 100.0% 0 所見なし

新型コロナウイルスに係る成田空港帰国
者支援(内閣府所有立川防災基地納品
分)

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月5日 Jパックス株式会社 9122001019569

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

4,755,000 4,755,000 100.0% 0 所見なし

新型コロナウイルスに係る成田空港帰国
者支援(成田空港納品分)

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月5日 Jパックス株式会社 9122001019569

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

4,920,000 4,920,000 100.0% 0 　 所見なし

※　備考欄には、以下の①から⑤に該当する場合には、当該符号を付すこと。

　①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」。　

　②　随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行するとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」。

　③　競争入札、企画競争又は公募をした場合の応札（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。

　④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。

　⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

令和2年4月1日　～　令和2年6月30日契約締結分 成田空港検疫所



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］ 別紙様式４

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間

物品・役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号

随意契約によることと
した会計法令の根拠

条文及び理由（企画競
争又は公募）

予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%)
再就職の
役員の数

（人）
備　考

公共調達審査会
審議結果状況（所見）

新型コロナウイルスに係る成田空港帰国
者支援に係る毛布購入契約

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月2日 森弥毛織株式会社 4120101042859

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

12,603,694 12,603,694 100.0% 0 所見なし

新型コロナウイルスにかかる物資輸送業
務

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月3日
公益社団法人全日本
トラック協会

6011105005423

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

1,174,728 1,174,728 100.0% 0 所見なし

新型コロナウイルスに係る政府借り上げ
施設における食事提供

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月11日
有限会社うえだ綜合調
理センター

7040002032709

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

16,415,148 16,415,148 100.0% 0 所見なし

新型コロナウイルスに感染症に係る陽性
者の搬送

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月1日
一般社団法人全民救
患者搬送協会

9021005009041

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

17,473,966 17,473,966 100.0% 0 所見なし

新型コロナウイルス感染症にかかる検体
搬送

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月1日
エル・シー・エス株式会
社

9010001067260

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

2,859,780 2,859,780 100.0% 0 所見なし

新型コロナウイルスに係る政府借り上げ
施設における食事提供(東横イン成田)

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月1日
ゲートグルメジャパン
有限会社

1040002059006

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

238,378,700 238,378,700 100.0% 0 　 所見なし

※　備考欄には、以下の①から⑤に該当する場合には、当該符号を付すこと。

　①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」。　

　②　随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行するとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」。

　③　競争入札、企画競争又は公募をした場合の応札（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。

　④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。

　⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

令和2年4月1日　～　令和2年6月30日契約締結分 成田空港検疫所



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］ 別紙様式４

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間

物品・役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号

随意契約によることと
した会計法令の根拠

条文及び理由（企画競
争又は公募）

予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%)
再就職の
役員の数

（人）
備　考

公共調達審査会
審議結果状況（所見）

新型コロナウイルスに係る待機乗客の送
迎業務

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月1日 株式会社五稜トラベル 1020001128218

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

30,966,000 30,966,000 100.0% 0 所見なし

新型コロナウイルスに係るホテル待機乗
客の送迎業務

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月20日 株式会社JTB 8010701012863

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

196,214,382 196,214,382 100.0% 0 所見なし

新型コロナウイルスに係る待機者への食
事提供(空港内待機所)

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月2日
ゲートグルメジャパン
有限会社

1040002059006

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

23,204,554 23,204,554 100.0% 0 所見なし

新型コロナウイルスに係る健康カード等
の印刷業務

支出負担行為担当官
成田空港検疫所
総務課長　富澤　啓一
成田市古込字古込1-1

令和2年4月1日 三陽メディア株式会社 9040001053992

　会計法第29条の3第4項　緊
急の必要により競争に付する
ことが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102
の4第3号　緊急の必要により
競争に付することが出来ない

2,373,500 2,373,500 100.0% 0 所見なし

※　備考欄には、以下の①から⑤に該当する場合には、当該符号を付すこと。

　①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」。　

　②　随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行するとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」。

　③　競争入札、企画競争又は公募をした場合の応札（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。

　④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。

　⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

令和2年4月1日　～　令和2年6月30日契約締結分 成田空港検疫所



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 1

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 一般競争入札

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 2020年度デジタル複合機（１４台）保守業務一式

②契約の相手方
リコージャパン（株）
千葉県千葉市中央区新町24-9

③契約の概要
国庫債務負担行為により賃貸借中のリコー社製デジタル複合
機１４台に係る保守業務

④競争参加資格及びその
資格の設定理由

平成31.32.33年度厚生労働省競争参加資格において関東・甲
信越地域で「役務の提供等」でＡ・ＢまたはＣ等級。
「厚生労働省における一般競争参加資格等の取扱いについ
て」（平成13年1月10日付会発第35号）別記3の13による。

⑤参加者数 １者

⑥参加資格によって排除
された者がいた場合の排
除理由

該当なし

⑦入札経緯及び結果（低
入札価格調査の対象と
なったものの内容及び調
査結果を含む。）

入札第1回目でリコージャパン（株）が落札した。

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 2

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 一般競争入札

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 2020年度寝具賃貸借等契約

②契約の相手方
(株)オタフク
千葉県千葉市若葉区原町820

③契約の概要
成田国際空港第１・２及び３旅客ターミナルビル内にある検疫課
仮眠室の寝具の賃貸借及びクリーニングの契約

④競争参加資格及びその
資格の設定理由

平成31.32.33年度厚生労働省競争参加資格において関東・甲
信越地域で「役務の提供等」でＢ・ＣまたはＤ等級。
「厚生労働省における一般競争参加資格等の取扱いについ
て」（平成13年1月10日付会発第35号）別記3の13による。

⑤参加者数 １者

⑥参加資格によって排除
された者がいた場合の排
除理由

該当なし

⑦入札経緯及び結果（低
入札価格調査の対象と
なったものの内容及び調
査結果を含む。）

入札第1回目で（株）オタフクが落札した。

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 3

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 一般競争入札

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
令和２年度成田国際空港旅客ターミナルビル成田空港検疫
所専有部分諸設備保守業務一式

②契約の相手方
(株)成田エアポートテクノ
千葉県成田市古込字古込1-1

③契約の概要
成田国際空港第１・２及び３旅客ターミナルビルにおける成田
空港検疫所専有部分の諸設備（機械、電気及び通信）保守業
務を委託

④競争参加資格及びその
資格の設定理由

平成31.32.33年度厚生労働省競争参加資格において関東・
甲信越地域で「役務の提供等」でB・CまたはD等級。
「厚生労働省における一般競争参加資格等の取扱いについ
て」（平成13年1月10日付会発第35号）別記3の13による。

⑤参加者数 １者

⑥参加資格によって排除
された者がいた場合の排
除理由

該当なし

⑦入札経緯及び結果（低
入札価格調査の対象と
なったものの内容及び調
査結果を含む。）

入札第1回目で（株）成田エアポートテクノが落札した。

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 4

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 一般競争入札

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 2020年度Ａ４コピー用紙調達（単価契約）

②契約の相手方
(株)秋葉商店
千葉県茂原市小林1978-29

③契約の概要 各課で使用するＡ４コピー用紙の単価契約

④競争参加資格及びその
資格の設定理由

平成31.32.33年度厚生労働省競争参加資格において関東・
甲信越地域で「物品の販売」でB・CまたはD等級。
「厚生労働省における一般競争参加資格等の取扱いについ
て」（平成13年1月10日付会発第35号）別記3の13による。

⑤参加者数 ４者

⑥参加資格によって排除
された者がいた場合の排
除理由

該当なし

⑦入札経緯及び結果（低
入札価格調査の対象と
なったものの内容及び調
査結果を含む。）

入札第1回目で（株）秋葉商店が落札した。

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 5

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 一般競争入札

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
2020年度レーザープリンタのトナーカートリッジ等の供給（単
価契約）

②契約の相手方
（株）ルネックスプロテクト
東京都千代田区神田神保町２丁目２番３１号１Ｆ

③契約の概要
各課に設置しているプリンタのトナーカートリッジ等の単価契
約

④競争参加資格及びその
資格の設定理由

平成31.32.33年度厚生労働省競争参加資格において関東・
甲信越地域で「物品の販売」でＡまたはＢ等級。
「厚生労働省における一般競争参加資格等の取扱いについ
て」（平成13年1月10日付会発第35号）別記3の13による。

⑤参加者数 ２者

⑥参加資格によって排除
された者がいた場合の排
除理由

該当なし

⑦入札経緯及び結果（低
入札価格調査の対象と
なったものの内容及び調
査結果を含む。）

入札第1回目で（株）ルネックスプロテクトが落札した。

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 6

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 一般競争入札

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 2020年度貨物運送業務一式

②契約の相手方
ヤマト運輸（株）
千葉県成田市天神峰１５５－２　２階

③契約の概要
成田空港検疫所から発送する検体及び書類等の運送業務の
単価契約

④競争参加資格及びその
資格の設定理由

平成31.32.33年度厚生労働省競争参加資格において関東・
甲信越地域で「役務の提供等」でＢ・ＣまたはＤ等級。
「厚生労働省における一般競争参加資格等の取扱いについ
て」（平成13年1月10日付会発第35号）別記3の13による。

⑤参加者数 １者

⑥参加資格によって排除
された者がいた場合の排
除理由

該当なし

⑦入札経緯及び結果（低
入札価格調査の対象と
なったものの内容及び調
査結果を含む。）

入札第1回目でヤマト運輸（株）が落札した。

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 7

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 一般競争入札

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
2020年度成田空港検疫所及び東京出入国在留管理局成田
空港支局における事務用消耗品の調達（単価契約）

②契約の相手方
(株)ミツワ堂
千葉県佐倉市城１８８－２８

③契約の概要
当所と東京入国管理局成田空港支局における事務用消耗品
の単価契約（共同調達）

④競争参加資格及びその
資格の設定理由

平成31.32.33年度厚生労働省競争参加資格において関東・
甲信越地域で「物品の販売」でＢ・ＣまたはＤ等級。
「厚生労働省における一般競争参加資格等の取扱いについ
て」（平成13年1月10日付会発第35号）別記3の13による。

⑤参加者数 ４者

⑥参加資格によって排除
された者がいた場合の排
除理由

該当なし

⑦入札経緯及び結果（低
入札価格調査の対象と
なったものの内容及び調
査結果を含む。）

入札第1回目で（株）ミツワ堂が落札した。

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 8

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 一般競争入札

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 2020年度検査課業務用消耗品の調達

②契約の相手方
(株)薬研社
千葉県千葉市中央区末広3-12-6外４者

③契約の概要 検査課業務用消耗品の調達(単価契約)

④競争参加資格及びその
資格の設定理由

平成31.32.33年度厚生労働省競争参加資格において関東・
甲信越地域で「物品の販売」でＡ・ＢまたはＣ等級。
「厚生労働省における一般競争参加資格等の取扱いについ
て」（平成13年1月10日付会発第35号）別記3の13による。

⑤参加者数 ５者

⑥参加資格によって排除
された者がいた場合の排
除理由

該当なし

⑦入札経緯及び結果（低
入札価格調査の対象と
なったものの内容及び調
査結果を含む。）

入札１回目で２６９項目中２６９項目において（株）薬研社外４
者が落札した。

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 8

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 一般競争入札

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 成田国際空港地区清掃業務一式

②契約の相手方
(株)成田空港美整社
千葉県成田市取香５２－６３

③契約の概要 成田国際空港内（官庁、貨物合庁）における清掃業務

④競争参加資格及びその
資格の設定理由

平成31.32.33年度厚生労働省競争参加資格において関東・
甲信越地域で「役務の提供等」でＢ・ＣまたはＤ等級。
「厚生労働省における一般競争参加資格等の取扱いについ
て」（平成13年1月10日付会発第35号）別記3の13による。

⑤参加者数 １者

⑥参加資格によって排除
された者がいた場合の排
除理由

該当なし

⑦入札経緯及び結果（低
入札価格調査の対象と
なったものの内容及び調
査結果を含む。）

入札第1回目で（株）成田空港美整社が落札した。

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 10

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
2020年度成田国際空港旅客ターミナルビル空気調和等需給
契約

②契約の相手方
成田国際空港(株)
千葉県成田市古込字古込1-1

③契約の概要
成田国際空港第１、２及び３旅客ターミナルビル内の当所専
有部分に係る空気調和及び換気の需給契約

④随意契約とした理由
会計法第29条の3第4項
業務上必要となる特定の建物であり、当該ビルを所有する成
田国際空港(株)以外契約相手がいないため。

⑤予定価格 48,323,400円

⑥契約金額 48,323,400円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

前年度も随意契約により締結

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 11

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
2020年度成田国際空港第２旅客ターミナルビル建物賃貸借
契約

②契約の相手方
成田国際空港(株)
千葉県成田市古込字古込1-1

③契約の概要
成田国際空港第２旅客ターミナルビル内における２階女子更
衣室及び３階出国相談カウンターの賃貸借契約

④随意契約とした理由
会計法第29条の3第4項
業務上必要となる特定の建物であり、当該ビルを所有する成
田国際空港(株)以外契約相手がいないため。

⑤予定価格 1,462,956円

⑥契約金額 1,462,956円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

前年度も随意契約により締結

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 12

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 2020年度成田国際空港貨物管理ビル建物賃貸借

②契約の相手方
成田国際空港(株)
千葉県成田市古込字古込1-1

③契約の概要
成田国際空港貨物管理ビル内にある衛生課事務室の賃貸借
契約

④随意契約とした理由
会計法第29条の3第4項
業務上必要となる特定の建物であり、当該ビルを所有する成
田国際空港(株)以外契約相手がいないため。

⑤予定価格 10,634,340円

⑥契約金額 10,634,340円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

前年度も随意契約により締結

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 13

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 2020年度成田国際空港フライト情報提供業務

②契約の相手方
空港情報通信(株)
千葉県成田市古込字古込1-1

③契約の概要
検疫業務を実施するため必要なフライト情報をオンライン接
続により閲覧する。

④随意契約とした理由
会計法第29条の3第4項
当該業務を行えるのは契約相手以外なく業務の性質上競争
が存在しない。

⑤予定価格 5,184,000円

⑥契約金額 5,184,000円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

前年度も随意契約により締結

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 14

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 2020年度デング熱・マラリア等検査委託業務

②契約の相手方
学校法人日本医科大学
東京都文京区千駄木1-1-5

③契約の概要 2020年度デング熱・マラリア等検査委託業務

④随意契約とした理由
会計法第29条の3第4項
当該業務を行えるのは契約相手以外なく業務の性質上競争
が存在しない。

⑤予定価格 1,655,148円

⑥契約金額 1,655,148円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

前年度も随意契約により締結

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 15

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
新型コロナウイルスに関する検査試薬
（LightMix Modula SARS and Wuhan Cov E-gene他4件）

②契約の相手方
(株)薬研社
千葉県千葉市中央区末広3-12-6

③契約の概要
新型コロナウイルスに関する検査試薬
（LightMix Modula SARS and Wuhan Cov E-gene他4件）

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 13,671,000円

⑥契約金額 13,671,000円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 16

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
新型コロナウイルスに関する検査機器
(バイオハザード対策用キャビネット等）

②契約の相手方 (株)江田商会

③契約の概要
新型コロナウイルスに関する検査機器
(バイオハザード対策用キャビネット等）

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 4,458,000円

⑥契約金額 4,458,000円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 17

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
新型コロナウイルスに関する検査試薬
（EZ1 Virus Mini Kit v2.0他2件)

②契約の相手方 (株)アベ科学

③契約の概要
新型コロナウイルスに関する検査試薬
（EZ1 Virus Mini Kit v2.0他2件)

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 1,529,500円

⑥契約金額 1,529,500円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 18

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
新型コロナウイルスに関する検査試薬、装置等(LMP402検出
試薬キット他2件）

②契約の相手方 (株)日栄東海

③契約の概要
新型コロナウイルスに関する検査試薬、装置等(LMP402検出
試薬キット他2件）

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 26,240,000円

⑥契約金額 26,240,000円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 19

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
新型コロナウイルスに関する検査試薬、装置等（LMP403検出
試薬キット）

②契約の相手方 (株)日栄東海

③契約の概要
新型コロナウイルスに関する検査試薬、装置等（LMP403検出
試薬キット）

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 29,930,000円

⑥契約金額 29,930,000円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 20

対象期間 　

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
新型コロナウイルスに関する検査試薬、装置等（EZ1
Advanced XL,PrioPLUS他3件）

②契約の相手方
(株)薬研社
千葉県千葉市中央区末広3-12-6

③契約の概要
新型コロナウイルスに関する検査試薬、装置等（EZ1
Advanced XL,PrioPLUS他3件）

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 8,507,000円

⑥契約金額 8,507,000円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 21

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
新型コロナウイルスに関する検査機器等
（トミー精工　微量高速冷却遠心機他6件）

②契約の相手方
(株)薬研社
千葉県千葉市中央区末広3-12-6

③契約の概要
新型コロナウイルスに関する検査機器等
（トミー精工　微量高速冷却遠心機他6件）

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 5,525,000円

⑥契約金額 5,525,000円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 22

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
新型コロナウイルスに関する検査試薬
(エッペンドルフ　リファレンス2/V0.5-10μL1本他7件）

②契約の相手方
(株)薬研社
千葉県千葉市中央区末広3-12-6

③契約の概要
新型コロナウイルスに関する検査試薬
(エッペンドルフ　リファレンス2/V0.5-10μL1本他7件）

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 1,853,400円

⑥契約金額 1,853,400円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 23

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
新型コロナウイルスに関する検査試薬等
（UVT検体輸送培地220220他5件)

②契約の相手方 東邦薬品株式会社

③契約の概要
新型コロナウイルスに関する検査試薬等
（UVT検体輸送培地220220他5件)

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 6,723,050円

⑥契約金額 6,723,050円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 24

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
新型コロナウイルスに関する検査試薬等(TAKARA　SARS-
CoV-2 Direct Detection RT-qPCR Kit(100回)他3件）

②契約の相手方 (株)アベ科学

③契約の概要
新型コロナウイルスに関する検査試薬等(TAKARA　SARS-
CoV-2 Direct Detection RT-qPCR Kit(100回)他3件）

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 9,905,600円

⑥契約金額 9,905,600円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 25

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 成田空港帰国者支援（合繊4点セットふとん他4件）

②契約の相手方 西川株式会社

③契約の概要 成田空港帰国者支援（合繊4点セットふとん他4件）

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 24,502,065円

⑥契約金額 24,502,065円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 26

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 成田空港帰国者支援（段ボールベッドセット）

②契約の相手方 東京コンテナ工業株式会社

③契約の概要 成田空港帰国者支援（段ボールベッドセット）

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 14,767,500円

⑥契約金額 14,767,500円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 27

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
新型コロナウイルスに関する検査試薬等
（ｽｷﾞﾔﾏｹﾞﾝ　検体輸送培地3ml他2件）

②契約の相手方 東邦薬品株式会社

③契約の概要
新型コロナウイルスに関する検査試薬等
（ｽｷﾞﾔﾏｹﾞﾝ　検体輸送培地3ml他2件）

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 4,994,946円

⑥契約金額 4,994,946円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 28

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
新型コロナウイルスに関する検査試薬
(検体輸送培地3ml　ｺﾊﾟﾝUTM330C）

②契約の相手方 (株)アベ科学

③契約の概要
新型コロナウイルスに関する検査試薬
(検体輸送培地3ml　ｺﾊﾟﾝUTM330C）

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 2,700,000円

⑥契約金額 2,700,000円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 29

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
新型コロナウイルスに関する検査機器等
（LightCycler480 System Ⅱ96well他5件)

②契約の相手方
(株)薬研社
千葉県千葉市中央区末広3-12-6

③契約の概要
新型コロナウイルスに関する検査機器等
（LightCycler480 System Ⅱ96well他5件)

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 6,311,500円

⑥契約金額 6,311,500円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 30

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
検疫検査対象者待機場所における出入管理業務一式(ﾎﾃﾙ
日航成田)

②契約の相手方 綜合警備保障(株)

③契約の概要
検疫検査対象者待機場所における出入管理業務一式(ﾎﾃﾙ
日航成田)

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 319,050,590円

⑥契約金額 319,050,590円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 31

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
検疫検査対象者待機場所における出入管理業務一式(ﾎﾃﾙ
東横イン成田空港、東横イン西船橋原木インター)

②契約の相手方 綜合警備保障(株)

③契約の概要
検疫検査対象者待機場所における出入管理業務一式(ﾎﾃﾙ
東横イン成田空港、東横イン西船橋原木インター)

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 316,907,590円

⑥契約金額 316,907,590円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 32

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
新型コロナウイルス感染症対策にかかる検疫強化のための
PCR検査結果待機施設運営業務支援に関する派遣業務

②契約の相手方
株式会社パソナ
メディカル健康経営本部

③契約の概要
新型コロナウイルス感染症対策にかかる検疫強化のための
PCR検査結果待機施設運営業務支援に関する派遣業務

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 38,293,024円

⑥契約金額 38,293,024円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 33

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 労働者派遣契約

②契約の相手方 株式会社メディカルワールド　千葉支店

③契約の概要 労働者派遣契約

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 436,492円

⑥契約金額 436,492円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 34

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 労働者派遣契約

②契約の相手方 オネスティオフィスサポート(株)

③契約の概要 労働者派遣契約

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 1,864,800円

⑥契約金額 1,864,800円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 35

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 PCR待機者用施設の運営に関わる支援業務

②契約の相手方 日本航空株式会社

③契約の概要 PCR待機者用施設の運営に関わる支援業務

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 132,553,217円

⑥契約金額 132,553,217円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 36

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 新型コロナウイルスに係る宿泊施設借り上げ

②契約の相手方 成田エアポートレストハウス

③契約の概要 新型コロナウイルスに係る宿泊施設借り上げ

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 1,500,000円

⑥契約金額 1,500,000円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 37

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 新型コロナウイルスに係る宿泊施設借り上げ

②契約の相手方 東横イン成田本館

③契約の概要 新型コロナウイルスに係る宿泊施設借り上げ

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 380,873,821円

⑥契約金額 380,873,821円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 38

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
新型コロナウイルスに係る宿泊施設借り上げ(自衛隊職員の
宿泊）

②契約の相手方 東横イン成田新館

③契約の概要
新型コロナウイルスに係る宿泊施設借り上げ(自衛隊職員の
宿泊）

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 35,086,911円

⑥契約金額 35,086,911円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 39

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
新型コロナウイルスに係る宿泊施設借り上げ(厚生労働省職
員の宿泊)

②契約の相手方 東横イン成田新館

③契約の概要
新型コロナウイルスに係る宿泊施設借り上げ(厚生労働省職
員の宿泊)

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 9,946,001円

⑥契約金額 9,946,001円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 40

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
新型コロナウイルスに係る宿泊施設借り上げ(無症状陽性者
収容施設)

②契約の相手方 東横イン西船橋原木インター

③契約の概要
新型コロナウイルスに係る宿泊施設借り上げ(無症状陽性者
収容施設)

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 233,288,483円

⑥契約金額 233,288,483円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 41

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 新型コロナウイルスに係る宿泊施設借り上げ(待機用施設）

②契約の相手方 ホテル日航成田

③契約の概要 新型コロナウイルスに係る宿泊施設借り上げ(待機用施設）

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 626,787,871円

⑥契約金額 626,787,871円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 42

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
新型コロナウイルスに係る宿泊施設借り上げ(警備職員宿泊
用)

②契約の相手方 ホテル日航成田

③契約の概要
新型コロナウイルスに係る宿泊施設借り上げ(警備職員宿泊
用)

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 19,200,001円

⑥契約金額 19,200,001円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 43

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
新型コロナウイルスに係る宿泊施設借り上げ(厚生労働省職
員宿泊用)

②契約の相手方 ホテル日航成田

③契約の概要
新型コロナウイルスに係る宿泊施設借り上げ(厚生労働省職
員宿泊用)

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 909,091円

⑥契約金額 909,091円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 44

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 検疫検査場における来航者の案内業務契約

②契約の相手方 株式会社アイム

③契約の概要 検疫検査場における来航者の案内業務契約

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 48,078,000円

⑥契約金額 48,078,000円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 45

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 検査対象者待機室における警備業務

②契約の相手方 株式会社アイム

③契約の概要 検査対象者待機室における警備業務

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 104,072,625円

⑥契約金額 104,072,625円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない
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［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 46

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 新型コロナウイルスの応援者に係る宿泊

②契約の相手方 成田エアポートレストハウス

③契約の概要 新型コロナウイルスの応援者に係る宿泊

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 68,718,001円

⑥契約金額 68,718,001円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない
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［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 47

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 新型コロナウイルスの応援者に係る宿泊

②契約の相手方 ホテル日航成田

③契約の概要 新型コロナウイルスの応援者に係る宿泊

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 854,546円

⑥契約金額 854,546円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない
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［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 48

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 新型コロナウイルスの応援者に係る宿泊

②契約の相手方 成田東武ホテルエアポート

③契約の概要 新型コロナウイルスの応援者に係る宿泊

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 26,620,000円

⑥契約金額 26,620,000円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 49

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 新型コロナウイルス感染症にかかる携帯電話の賃貸借契約

②契約の相手方 株式会社SKY

③契約の概要 新型コロナウイルス感染症にかかる携帯電話の賃貸借契約

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 1,242,610円

⑥契約金額 1,242,610円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 50

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
産業廃棄物処理委託(東横イン成田空港本館、ホテル日航成
田、東横イン西船橋原木インター)

②契約の相手方 株式会社ナリコー

③契約の概要
産業廃棄物処理委託(東横イン成田空港本館、ホテル日航成
田、東横イン西船橋原木インター)

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 1,175,900円

⑥契約金額 1,175,900円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 51

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 新型コロナウイルスPCR検査事務委託契約

②契約の相手方 株式会社江東微生物研究所

③契約の概要 新型コロナウイルスPCR検査事務委託契約

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 24,468,400円

⑥契約金額 24,468,400円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 52

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 航空機チャーター便提供業務一式

②契約の相手方 日本航空株式会社

③契約の概要 航空機チャーター便提供業務一式

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 132,553,217円

⑥契約金額 132,553,217円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 53

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 新型コロナウイルスPCR検査事務委託契約

②契約の相手方 株式会社ビー・エム・エル

③契約の概要 新型コロナウイルスPCR検査事務委託契約

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 15,643,000円

⑥契約金額 15,643,000円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 54

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 パーテイション賃貸借一式

②契約の相手方 有限会社タケマエ

③契約の概要 パーテイション賃貸借一式

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 5,714,000円

⑥契約金額 5,714,000円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 55

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
新型コロナウイルスに係る成田空港帰国者支援(内閣府所有
立川防災基地納品分)

②契約の相手方 Jパックス株式会社

③契約の概要
新型コロナウイルスに係る成田空港帰国者支援(内閣府所有
立川防災基地納品分)

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 4,755,000円

⑥契約金額 4,755,000円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 56

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
新型コロナウイルスに係る成田空港帰国者支援(成田空港納
品分)

②契約の相手方 Jパックス株式会社

③契約の概要
新型コロナウイルスに係る成田空港帰国者支援(成田空港納
品分)

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 4,920,000円

⑥契約金額 4,920,000円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 57

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
新型コロナウイルスに係る成田空港帰国者支援に係る毛布
購入契約

②契約の相手方 森弥毛織株式会社

③契約の概要
新型コロナウイルスに係る成田空港帰国者支援に係る毛布
購入契約

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 12,603,694円

⑥契約金額 12,603,694円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 58

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 新型コロナウイルスにかかる物資輸送業務

②契約の相手方 公益社団法人全日本トラック協会

③契約の概要 新型コロナウイルスにかかる物資輸送業務

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 1,174,728円

⑥契約金額 1,174,728円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 59

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
新型コロナウイルスに係る政府借り上げ施設における食事提
供

②契約の相手方 有限会社うえだ綜合調理センター

③契約の概要
新型コロナウイルスに係る政府借り上げ施設における食事提
供

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 16,415,148円

⑥契約金額 16,415,148円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 60

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 新型コロナウイルスに感染症に係る陽性者の搬送

②契約の相手方 一般社団法人全民救患者搬送協会

③契約の概要 新型コロナウイルスに感染症に係る陽性者の搬送

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 17,473,966円

⑥契約金額 17,473,966円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない
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［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 61

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 新型コロナウイルス感染症にかかる検体搬送

②契約の相手方 エル・シー・エス株式会社

③契約の概要 新型コロナウイルス感染症にかかる検体搬送

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 2,859,780円

⑥契約金額 2,859,780円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない
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［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 62

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
新型コロナウイルスに係る政府借り上げ施設における食事提
供(東横イン成田)

②契約の相手方 ゲートグルメジャパン有限会社

③契約の概要
新型コロナウイルスに係る政府借り上げ施設における食事提
供(東横イン成田)

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 238,378,700円

⑥契約金額 238,378,700円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない
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［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 63

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 新型コロナウイルスに係る待機乗客の送迎業務

②契約の相手方 株式会社五稜トラベル

③契約の概要 新型コロナウイルスに係る待機乗客の送迎業務

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 30,966,000円

⑥契約金額 30,966,000円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない
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［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 64

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 新型コロナウイルスに係るホテル待機乗客の送迎業務

②契約の相手方 株式会社JTB

③契約の概要 新型コロナウイルスに係るホテル待機乗客の送迎業務

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 196,214,382円

⑥契約金額 196,214,382円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない
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［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 65

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名
新型コロナウイルスに係る待機者への食事提供(空港内待機
所)

②契約の相手方 ゲートグルメジャパン有限会社

③契約の概要
新型コロナウイルスに係る待機者への食事提供(空港内待機
所)

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 23,204,554円

⑥契約金額 23,204,554円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない

成田空港検疫所公共調達審査会資料



［機密性２］　［完全性２］　［可用性２］

資料番号 66

対象期間 令和２年４月１日　～　令和２年６月３０日契約締結分

契約方法 随意契約

区　　　分 物品・役務

①契約の件名 新型コロナウイルスに係る健康カード等の印刷業務

②契約の相手方 三陽メディア株式会社

③契約の概要 新型コロナウイルスに係る健康カード等の印刷業務

④随意契約とした理由

　会計法第29条の3第4項　緊急の必要により競争に付するこ
とが出来ない場合
　予算決算及び会計令第102の4第3号　緊急の必要により競
争に付することが出来ない

⑤予定価格 2,373,500円

⑥契約金額 2,373,500円

⑦ 再委託がある場合のそ
の内容、契約金額に占め
る割合、必要性及び随意
契約によることとした理由
との整合性

該当なし

⑧ 過去に同様の契約が
あった場合にはその状況

該当なし

⑨ 企画競争による場合に
おいては、公示内容及び
企画書募集要領並びに参
加者数

企画競争ではない

 ⑩ 公募による場合にお
いては、公示内容及び応
募者数

公募ではない
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